
2021年08月 献    　  立      　表 千歳認定こども園
エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

545.9(463.2)

24.9(20.7)

15.9(14.2)

1.7(1.1)

595.9(503.5)

22.9(19.6)

19.5(17.1)

2.0(1.6)

575.1(485.4)

23.9(20.5)

16.6(14.8)

1.3(1.2)

618.7(521.8)

23.4(20.1)

16.3(14.6)

1.4(1.2)

593.2(521.3)

24.8(21.7)

16.4(15.1)

1.7(1.4)

609.7(514.6)

21.8(18.7)

16.6(14.8)

2.1(1.7)

606.2(511.8)

24.6(21.0)

17.5(15.5)

1.9(1.6)

546.7(474.0)

23.9(21.0)

17.0(15.2)

1.5(1.2)

672.4(565.4)

29.0(23.7)

19.3(17.4)

2.0(1.7)

569.3(482.2)

23.0(19.7)

14.8(13.4)

1.6(1.4)

658.2(605.5)

22.5(19.9)

17.7(18.4)

2.1(1.7)

588.6(497.6)

24.7(21.1)

19.0(16.7)

2.0(1.7)

569.5(508.9)

25.4(22.5)

21.4(19.0)

2.5(2.1)

637.5(537.6)

22.3(19.2)

19.5(17.1)

1.8(1.5)

623.1(538.8)

23.3(20.1)

13.6(12.5)

1.5(1.3)

576.8(491.5)

27.8(23.8)

17.4(15.7)

1.9(1.6)

535.4(485.3)

24.2(21.7)

20.9(18.7)

2.2(2.0)

676.4(585.3)

25.9(22.2)

23.3(20.2)

1.7(1.4)

601.2(507.7)

21.2(18.3)

16.9(15.0)

1.8(1.5)

657.2(544.0)

24.6(20.9)

22.5(19.5)

1.6(1.3)

632.6(550.3)

26.1(22.5)

15.3(13.8)

2.2(1.8)

630.4(536.0)

23.1(20.4)

12.3(11.4)

2.0(1.7)

593.7(501.8)

22.3(19.2)

18.2(16.1)

2.5(2.0)

599.6(518.8)

24.2(22.7) ゆり組

13.6(12.7) 誕生会

1.7(1.4)

645.9(576.2)

27.0(24.2) ばら・さくら

22.3(20.2) 組誕生会

2.3(2.1)

ひゅうず
（岩手の郷
土料理）、
牛乳

タコライス、具だくさん味
噌汁、果物（バナナ）

米、○小麦粉、○黒砂
糖、麦、○油、ごま油

夕焼けおに
ぎり、牛乳

麦ごはん、油麩の煮物、さ
さかま、磯あえ添え、ずん
だ団子

米、○米、じゃがいも、
白玉粉、上新粉、麦、き
び砂糖、油麩、三温糖、
ごま油、油

○牛乳、ささかまぼこ、
豆腐、◎牛乳

ほうれん草、玉ねぎ、枝豆、
つきこんにゃく、もやし、に
んじん、○にんじん、さやえ
んどう、椎茸、のり、しょう
が、○昆布

しょうゆ、みりん、食
塩、だし汁

牛乳

鶏飯（けいはん）、はるさ
めサラダ（ゴーヤ入り）、
果物（パイナップル未バナ
ナ）

米、○小麦粉、春雨、○
黒砂糖、○ごま、きび砂
糖、ごま油

○牛乳、卵、鶏肉、ハ
ム、○みそ、◎牛乳

パイナップル、ゴー
ヤー、玉ねぎ、たくあ
ん、きゅうり、ピーマ
ン、にんじん、椎茸、ね
ぎ、のり、バナナ

だし汁、しょうゆ、みり
ん、酢、酒、食塩

牛乳

五分つきごはん、中華風
コーンスープ、春巻き、
きゅうりの酢の物、果物
（ぶどう）

米、○コーンフレーク、
春巻の皮、春雨、油、き
び砂糖、片栗粉、ごま油

○牛乳、豚肉、鶏むね
肉、卵、豆腐、ささかま
ぼこ、◎牛乳

ぶどう、きゅうり、○バナナ、クリー
ムコーン、たけのこ、玉ねぎ、もや
し、わかめ、にら、にんじん、とうも
ろこし、椎茸、ねぎ、しょうが

酢、こしょう、オイス
ターソース、食塩、鶏ガ
ラだし、しょうゆ、和風
だし

沖縄名物
サーターア
ンダギー、
牛乳

牛乳

○牛乳、豚肉、牛肉、鶏
肉、○卵、みそ、チー
ズ、◎牛乳

バナナ、玉ねぎ、レタ
ス、ミニトマト、もや
し、にんじん、ニンニク

だし汁、ケチャップ、
ソース、カレー粉、食
塩、こしょう

牛乳

かぼちゃと
レーズンの
金つば、牛
乳

せんべい、
牛乳

ごはん、にら玉汁、魚とが
んもの炊き合わせ、ひじき
とキャベツのサラダ、果物
（バナナ）

米、麦、マヨネーズ、き
び砂糖

牛乳 コーンフ
レーク、牛
乳

ごはん、味噌汁（わかめ・
えのき）、さばとごぼうの
竜田揚げ、とうがんのそぼ
ろあんかけ、果物（キウイ
未バナナ）

米、○小麦粉、片栗粉、
油、きび砂糖

○牛乳、さば、鶏肉、み
そ、煮干し、◎牛乳、さ
ば

冬瓜、○かぼちゃ、キウ
イ、ごぼう、○干しぶど
う、えのき茸、しょう
が、わかめ、バナナ

しょうゆ、○食塩

サンドイッチ、角切り野菜
と肉団子のスープ、果物
（バナナ）

パン、片栗粉、マーガリ
ン

○牛乳、鶏肉、ツナ、
チーズ、ハム、大豆、◎
牛乳

バナナ、キャベツ、きゅ
うり、玉ねぎ、にんじ
ん、しめじ、セロリ、パ
セリ

しょうゆ、コンソメ、食
塩

牛乳

特製カレーライス（チキ
ン）、ブロッコリー添え、
アップルシャーベット

○さつまいも、米、じゃ
がいも、麦、油、小麦
粉、蜂蜜

○牛乳、アップルシャー
ベット、鶏肉、鶏肉、打
ち豆、◎牛乳

玉ねぎ、にんじん、ブ
ロッコリー、セロリ、り
んご、ホールトマト、ニ
ンニク、しょうが

ワイン、ケチャップ、
ソース、食塩、ソース、
鶏ガラだし、カレー粉、
オールスパイス、こしょ
う

焼きとうも
ろこし、牛
乳

牛乳

○牛乳、かれい、卵、が
んもどき、みそ、ツナ、
かつお節、◎牛乳、かれ
い

○とうもろこし、バナ
ナ、キャベツ、玉ねぎ、
にんじん、とうもろこ
し、にら、さやえんど
う、ひじき、しょうが

しょうゆ、みりん、○
しょうゆ、食塩、こしょ
う

牛乳

焼おにぎ
り、牛乳

チヂミ（こ
まつな・ち
くわ）、牛
乳

しらすわかめごはん、豚
汁、スクランブルエッグ、
きゅうりの昆布あえ、果物
（バナナ）

米、じゃがいも、バ
ター、油、きび砂糖

牛乳 冷やし焼き
いも、牛乳

わかめごはん、野菜スー
プ、豚しゃぶサラダ、かぼ
ちゃのミルク煮、果物（小
玉すいか）

米、○米、きび砂糖、バ
ター、ごま、オリーブ
油、ごま油

○牛乳、豚肉、牛乳、◎
牛乳

小玉すいか、かぼちゃ、玉ねぎ、レタ
ス、きゅうり、ミニトマト、もやし、
玉ねぎ、キャベツ、にんじん、セロ
リ、ねぎ、しょうが、ニンニク

しょうゆ、酢、○しょう
ゆ、鶏ガラだし、食塩、
○和風だし、こしょう

バンズパン、パプリカとに
んじんのポタージュ、白身
魚のマリネ、果物（なし）

パン、○小麦粉、きび砂
糖、○片栗粉、油、米
粉、バター、○白玉粉、
○ごま油、○きび砂糖、
○ごま

○牛乳、たら、牛乳、○
豚肉、生クリーム、○竹
輪、◎牛乳、たら

梨、玉ねぎ、ピーマン、
にんじん、○にら、○ね
ぎ、○にんじん、○小松
菜、ピーマン、ピーマ
ン、ニンニク

酢、○しょうゆ、○酢、
食塩、コンソメ、こしょ
う

牛乳

キンパ（韓国風海苔巻
き）、さつま芋のレモン
煮、果物（バナナ）

米、さつまいも、きび砂
糖、ごま油、ごま

○牛乳、牛肉、魚肉ソー
セージ、◎牛乳

バナナ、ほうれん草、に
んじん、たくあん、レモ
ン、のり、椎茸、ニンニ
ク、しょうが

しょうゆ、酒、みりん、
食塩

フルーツポ
ンチすい
か、牛乳

牛乳

○牛乳、卵、豚肉、豆
腐、みそ、しらす、ベー
コン、かつお節、◎牛乳

バナナ、きゅうり、○甘夏みかん缶、
○バナナ、玉ねぎ、大根、○小玉すい
か、にんじん、こんにゃく、ごぼう、
ねぎ、グリンピース、昆布

ケチャップ、食塩、こ
しょう

牛乳

せんべい、
牛乳

ゆかりわか
めおにぎ
り、牛乳

野菜たっぷりマーボー丼、
味噌汁（小松菜・麩）、果
物（オレンジ）

米、片栗粉、きび砂糖、
麩、ごま油

牛乳 牛乳、クッ
キー

レバーミートスパゲ
ティー、果物（バナナ）

スパゲティー、小麦粉、
バター、きび砂糖、油

○牛乳、豚レバー、豚
肉、チーズ、みそ、◎牛
乳

バナナ、トマト、玉ね
ぎ、マッシュルーム、に
んじん、ニンニク

ソース、コンソメ、食
塩、こしょう、パセリ粉

鶏照り丼、味噌汁（玉ね
ぎ・わかめ）、フライドパ
ンプキン、チーズ、果物
（ぶどう）

米、○米、麦、油、きび
砂糖、片栗粉

○牛乳、鶏肉、みそ、煮
干し、◎牛乳

ぶどう、かぼちゃ、玉ね
ぎ、ミニトマト、ねぎ、
のり、わかめ

しょうゆ、みりん、食塩 牛乳

夏野菜のカレー、果物（小
玉すいか）

米、○ライ麦、○オート
ミール、○きび砂糖、小
麦粉、○バター、油

○牛乳、鶏肉、鶏肉、○
卵、◎牛乳

トマト、小玉すいか、玉
ねぎ、なす、かぼちゃ、
ピーマン、ニンニク、
しょうが

酒、ソース、ケチャッ
プ、しょうゆ、カレー
粉、コンソメ、食塩、○
食塩、こしょう

元気ヨーグ
ルト、牛乳

牛乳

○牛乳、○ソフール　元
気ヨーグルト、豆腐、豚
肉、鶏肉、みそ、煮干
し、◎牛乳

オレンジ、トマト、な
す、玉ねぎ、ピーマン、
小松菜、ニンニク、しょ
うが

しょうゆ 牛乳

せんべい、
牛乳

おにぎり
（じゃこの
り）、牛乳

ごはん、味噌汁（なめこ・
豆腐）、肉じゃが、冷伴三
絲、果物（オレンジ）

○さつまいも、米、じゃ
がいも、春雨、きび砂
糖、ごま油、ごま

牛乳 全粒粉パン
ケーキ、牛
乳

トマトスパゲティ、野菜
スープ、果物（オレンジ）

スパゲティー、バター、
油、きび砂糖

○牛乳、ベーコン、◎牛
乳

オレンジ、トマト、ホー
ルトマト、玉ねぎ、しめ
じ、キャベツ、もやし、
にんじん、ニンニク

ケチャップ、コンソメ、
食塩、パセリ粉、こしょ
う

麦ごはん、みそ汁（か
ぶ）、豚肉の朝鮮焼き、こ
まつなとちくわの酢みそ和
え、果物（キウイ未バナ
ナ）

米、○米、麦、きび砂
糖、ごま、米粉

○牛乳、豚肉、竹輪、○
しらす、みそ、煮干し、
豚肉、◎牛乳

キウイ、小松菜、かぶ、
りんご、かぶ、ニンニ
ク、○青のり、バナナ

しょうゆ、酢 牛乳

しょうゆ、みりん、酢 牛乳

かおりおに
ぎり、牛乳

五分つきごはん、味噌汁
（もずく・ねぎ）、ほっけ
の塩焼き、なめ茸あえ、夕
顔となすのみそ煮、果物
（バナナ）

米、○小麦粉、○きび砂
糖、○油、油、きび砂糖

○牛乳、ほっけ、○卵、
みそ、煮干し、◎牛乳、
ほっけ

バナナ、夕顔、なす、も
やし、ほうれん草、もず
く、なめ茸、ねぎ、しそ

みりん、しょうゆ

冷やし焼き
いも、牛乳

たまご蒸し
パン、牛乳

五分つきごはん、味噌汁
（小松菜・高野豆腐）、ポ
テト入りオムレツ、おくら
の梅和え、果物（メロン）

米、○米、じゃがいも、
バター、きび砂糖

○牛乳、卵、牛乳、み
そ、チーズ、ベーコン、
凍り豆腐、煮干し、かつ
お節、◎牛乳

メロン、きゅうり、おく
ら、小松菜、ピーマン、
えのき茸、梅干

ケチャップ、しょうゆ、
酢、食塩、こしょう

牛乳

3時おやつ 行事

五分つきごはん、味噌汁
（じゃが・わかめ）、あじ
南蛮、納豆サラダ、果物
（バナナ）

米、じゃがいも、油、片
栗粉、きび砂糖

○牛乳、あじ、納豆、み
そ、ハム、煮干し、かつ
お節、◎牛乳、あじ

○小玉すいか、バナナ、
もやし、ほうれん草、玉
ねぎ、にんじん、きゅう
り、ピーマン、わかめ

しょうゆ、酢、食塩、こ
しょう、鶏ガラ

牛乳 すいか、牛
乳

しょうゆ、みりん、食
塩、コンソメ、こしょう

牛乳

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ

牛乳

○牛乳、牛肉、豆腐、牛
肉、みそ、ハム、卵、煮
干し、◎牛乳

オレンジ、玉ねぎ、きゅ
うり、にんじん、しらた
き、なめこ、さやいんげ
ん

焼きそば、味噌汁（豆腐・
わかめ）、ベイクドポテ
ト、果物（バナナ）

焼そばめん、じゃがい
も、油

○牛乳、豚肉、豆腐、み
そ、煮干し、◎牛乳

バナナ、玉ねぎ、キャベ
ツ、もやし、にんじん、
ねぎ、わかめ、青のり

ソース、食塩、パセリ粉

ひろしおに
ぎり、牛乳

牛乳 クッキー、
牛乳

○牛乳、豚レバー、卵、
◎牛乳

バナナ、とうもろこし、
ブロッコリー、モロヘイ
ヤ、しょうが、のり

ハンバーガー(未ハンバーグ
とパン)、角切り野菜のスー
プ、杏仁フルーツ

パン、○きび砂糖、○白
玉粉、○上新粉、パン
粉、麦、きび砂糖

○牛乳、牛肉、○あず
き、豚肉、○豆腐、チー
ズ、○栗、卵、牛乳、大
豆、ベーコン、◎牛乳

キャベツ、玉ねぎ、みか
ん缶、にんじん、バナ
ナ、小玉すいか、レタ
ス、セロリ、パセリ

ソース、ケチャップ、
しょうゆ、コンソメ、食
塩、○食塩

牛乳 冷やしぜん
ざい、牛乳

とうもろこし御飯、モロヘ
イヤと卵のスープ、レバー
のかりん揚げ、ブロッコ
リー添え、果物（バナナ）

米、○米、片栗粉、きび
砂糖、油、バター、ご
ま、ごま油

02

月

03

火

04

水

05

木

06

金

07

土

10

火

11

水

12

木

13

金

14

土

16

月

17

火

18

水

19

木

20

金

21

土

23

月

24

31

火

25

水

26

木

27

火

始業式

ゆり組サマー
キャンプ
宮城県の
郷土料理

沖縄県の
料理

鹿児島県奄美
市の郷土料理

金

28

土

30

月


